
 

 

 

 

 

 

 

 

 

みさと本の森だより 

おすすめ ひな祭り特集 

新刊 ピックアップ 
図書館のお仕事シリーズ① 

美郷町立図書館 みさと本の森 〒６９９－４６２１    邑智郡美郷町粕渕１６８ 

TEL.0855-75-1270 FAX.0855-75-1190 

２０１６ 
２月号 

せつぶんだ まめまきだ

さく/さくらい のぶお 

え/あかさか みよし 

まめをまき、いわしにひい

らぎをさす。せつぶんがよく

わかるえほん。 

ようかいむかし話おに 

作/藤田
ふ じ た

 晋一
しんいち

 

こわいからよけいに知りたく

なる、おにのお話３つ。 

大豆粉でつくる、糖質 

オフでもこんなにおいしい 

パンとお菓子 

著/森田
も り た

 康
やす

行
ゆき

 

大豆粉パンとお菓子で 

おいしく楽しく糖質オフ 

ダイエット。 

もりのひなまつり 
さく/こいで やすこ 

 ねずみばあちゃんの

いえにとどいた、もりか

らのしょうたいじょう。 

しょうたいされたのは

おひなさまもでした。 

 

手作りのおひなさま 

編/パッチワーク通信社
つうしんしゃ

 

ちょっとしたかざりから本格

的なものまで、色々なおひなさ

まが作れる楽しい手芸の本。 

かこさとしこどもの行事 

しぜんと生活 ３月のまき 

作/かこさとし 

 ３月の行事が、かわいらしい 

イラストでよくわかる本。 

 

人魚の眠る家 

著/東野
ひがしの

 圭
けい

吾
ご

 

とある一家を襲った、残酷な現実と選択。 

『ガリレオシリーズ』、『天空の蜂
はち

』を書いた 

東野
ひがしの

圭
けい

吾
ご

が、「こんな物語を自分が書いて

いいのか?今も悩み続けています」とまで

語った、衝撃の最新作。 

  

。 

毎月一つ、図書館の仕事を紹介します！ 

【 本の装備 】 

 本を図書館に並べる前に、 

この装備と言う作業をしています。 

 まず本にバーコードを貼り、 

本のタイトル、書いた人の名前などの情報を、バー

コードの番号を使って管理システムに登録します。 

 次に、本の背へ本の置き場所を示す背ラベルを

貼り、仕上げで汚れに強いカバーを張れば、図書館

の本として本棚に置けるようになります。 

おすすめ 節分特集 

背
表
紙 

裏表紙 

背ラベル 
バーコード 
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図書館見学がありました 

 １２月９日（木）に、邑智小学校の２年１組（２１名）と２年２組（２１名）が、生活科の「図書館へ行こう」の学習で、み

さと本の森へ見学に来られました。図書館の中をそれぞれ見学した後に職員への質問タイム！いろんな質問

をしてくれました。その中から、いくつかご紹介します。 

質問 なぜ貸し出せな

いものがあるのです

か？ 

回答 

もう売っていない貴重

なものや、個人情報と

いって、名前や住所・顔

写真などが載っている

ものは貸し出しできない

ことにしています。 

質問 なぜＤＶＤがある

のですか？ 

回答 

図書館は、みなさんにい

ろんな情報を知ってもら

うための場所です。情報

には本だけでなく、新聞

や音楽なども含まれて

いて、その一つとして、

映像のＤＶＤも置いてい

ます。 

質問 なぜパソコンが

あるのですか？ 

回答  

図書館のパソコンには、

図書館の中にある本や

利用する人の情報が全

て入っています。貸出や

返却のときにもこのパソ

コンを使っています。 

みさと本の森「クリスマスおはなし会」 

 １２月２１日（日）、みさと館で「クリスマスおはなし会」を開催しました。 

 大型絵本の読み語りやクリスマス工作、最後にはサンタクロースも登場し、一足早いクリスマスを楽しみました。 

漫才コンビ「ぎろうまる」♪ 

図書館ボランティアさんによる読み語り 
クリスマス工作「どれにしようかな～？」 

大活躍！教育長サンタ＆トナカイ☆ 

 「クリスマスおはなし会」には親子

連れ・お友達同士で約６０名の方に参

加していただきました。 

 また、６名のボランティアさんにも

ご協力いただきました。 

 図書館では、これからもイベントを

開催していきます。みなさん、ぜひご

参加ください。 



 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ 

１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ 

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 

２８ ２９      

は休館日 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月２０日～２月１５日 

 節分特集 
 

２月１日～２月２９日 

 竹島の日特集 
 

２月１５日～３月３日 

 ひな祭り特集 
 

２月１５日～３月１５日 

『女性の健康週間』特集 
 

※常設展示 『日和聡子コーナー』 

 

※１月と２月のお出かけみさと館デーwith 

たんけん本の森はお休みします。 

 

 
 

２月１５日～３月３日 

ひな祭り特集 
 

２月１５日～３月１５日 

『女性の健康週間』特集 
 

３月４日～４月１５日 

震災 ・ 防災特集 
 

３月７日 

お出かけみさと館デーwithたんけん本の森 
 

３月１６日～４月１５日 

卒業 ・ 入学特集 
 

※常設展示 『日和聡子コーナー』 

 

 

 
 

日 月 火 水 木 金 土 

  １ ２ ３ ４ ５ 

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ 

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 

２７ ２８ ２９ ３０ ３１   

                    は休館日 

＊ ３月 図書館カレンダー ＊ 

＊ ２月 図書館カレンダー ＊ 

図書館内での携帯電話等による通話は、他の利用者の迷惑となりま

す。通話の際は図書館外でお願いします。 

 

 



 

 

分類 本の名前 書いた人 出版社 

049 おかんメール おかんメール制作委員会 扶桑社 

175 神在月 錦田 剛志 山陰中央新報社 

367 下流老人 藤田 孝典 朝日新聞出版 

367 家族という病 下重 暁子 幻冬舎 

480 生きものの持ちかた 松橋 利光 大和書房 

597 整理整頓 入江 久絵 旺文社 

744 子どもの写真整理術 Emi ワニブックス 

818 あきらとあづさの石見弁ばんざい 中山 あづさ 山陰中央新報社 

913 出張料理・おりおり堂 神無月～弥生 安田 依央 中央公論新社 

913 クローズアップ 今野 敏 集英社 

913 なりたい 畠中 恵 新潮社 

913 人魚の眠る家 東野 圭吾 幻冬舎 

913 熱波 今野 敏 KADOKAWA 

913 幽霊弁護士・桜沢結人の事件ファイル 望月 もらん KADOKAWA 

913 夢をかなえるゾウ ２ 水野 敏也 飛鳥新社 

913 夢をかなえるゾウ ３ 水野 敏也 飛鳥新社 

913 思い出のとき修理します 谷 瑞恵 集英社 

913 教場 長岡 弘樹 小学館 

913 怪人二十面相 江戸川 乱歩 講談社 

913 ボックス！ 上・下 百田 尚樹 講談社 

914 生きる事はおもしろい 五木 寛之 東京書籍 

933 オリンポスの神々と 7 人の英雄 5巻 リック・リオーダン ほるぷ出版 

E メチのいた島 すぎはら ゆみこ 山陰中央新報社 

E おひざでだっこ 内田 鱗太郎 童心社 

E かえるくんどっちがどっち？ 松橋 利光 アリス館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しく入った本の紹介 

＊  ご  利  用  案  内  ＊ 

貸出冊数…１人１０冊まで （雑誌 ・ ＡＶはそれぞれ 2点まで）   

貸出期間…２週間 （雑誌 ・ ＡＶは 1 週間） 

開館時間…１０時～１８時 

休 館 日…毎週火曜日 、祝日 、月末館内整理日  

１２月２９日～１月３日 

※閉館時は、みさと館入口左側のブックポストへ返却をお願いします。 

 

みさと本の森   で検索！ 

ここに載っていない新しい本もあります。図書館のOPAC
おぱっく

で検索してみてください。 

本の予約、購入リクエストもカウンターで受け付けています。 

また、他の図書館から本の取り寄せもできますのでご活用ください。 

 

QR コード 

『みさと本の森 Web-OPAC』 

 

http://3.bp.blogspot.com/-FJiaJ8gidCs/Ugsu-rSFw0I/AAAAAAAAXNA/JFiIUoxggW4/s800/book_tate.png
http://4.bp.blogspot.com/-2t-ECy35d50/UPzH73UAg3I/AAAAAAAAKz4/OJZ0yCVaRbU/s1600/book.png

